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皆様、こんに
ちは。
本年度、立教
大学野球部第
108 代主将を
務めさせてい
た だ き ま す、
熊谷敬宥と申
します。
昨年度は応援
団の皆様によ
る気迫溢れる
ご 声 援 を 賜
り、誠にあり
がとうござい
ました。野球
部員を代表致

しまして厚く御礼申し上げます。
昨年は 2 度あった優勝のチャンスを逃し、勝つ

ことの難しさを改めて知った 1 年となりました。
この結果を真摯に受け止め、優勝する為に何が

必要か考え抜いた末、新チームでは「戮力同心」
というスローガンを掲げました。チーム全員の力
と心を一つに合わせるという意味の言葉です。

現在弊部では選手・スタッフ関係なく、部員全
員が “優勝” に向けて日々努力しております。誰
か 1 人でも道を外してしまうとチームは強くなり
ません。このスローガンのもと個人の能力並びに
チーム力向上の為、切磋琢磨して厳しい練習を積
んで参ります。

今年度こそ 18 年振りの優勝の喜びを皆様と分か
ち合えるよう、より一層励んで参る所存でござい
ます。

今後とも変わらぬご支援ご声援の程、宜しくお
願い申し上げます。
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【団長　川合 晴大】
本年度、立教大学体育会応援団第 86 代団長を務めさせ

て頂きます、川合晴大と申します。
本年度のスローガンとして私共は「つなぐ」を掲げてお

ります。三部四学年隔たりなく心を「つなぎ」、纏まった
応援をする事は当然ながら、体育会各部やお客様、大学
関係者の方々、御父兄の方々、そして諸先輩方との「つ
ながり」をより強いものにして参ります。先輩方が 86 年
の歴史と伝統を私共につないで下さったのと同様に、私
共も応援団というバトンをより良い形で未来に「つなぐ」
為、精進して参ります。

一年間、全力で取り組んで参りますので、諸先輩方に於
かれましては御指導御鞭撻の程、宜しく御願い致します。

【主務　菊地 花】
本年度、立教大学体育会応援団第 86 代主務を務めさせ

て頂きます、菊地花と申します。
主務として活動する中で、諸先輩方を始め、多くの方々

の支えがあって私達現役部員の活動が成り立っていると
いう事を改めて実感しております。

私達を支えて下さる全ての方に感謝の気持ちを持ち、期
待に応える事が出来ます様、日々励んで参ります。

立教大学体育会応援団の為に私が出来る事は何かを常に
考え、団員一人一人が大きく成長する事の出来る一年に
なります様、主務として尽力し、支えて参りたいと思っ
ております。

諸先輩方にはご迷惑をお掛けする事も多くあるとは思い
ますが、今後とも御指導、御鞭撻の程、宜しく御願い致
します。

 平成 29 年度現役幹部役職一覧

 「戮
りくりょくどうしん

力同心」、チーム全員の力と心を合わせ優勝を目指す！！
立教大学野球部新主将挨拶
熊谷 敬宥（遊撃手　仙台育英高等学校）

OB・OG 会名誉会長の榎本四郎先輩（昭和 35 年卒）が、去る 2016 年
10 月 25 日にお亡くなりになりました。79 歳でした。

榎本先輩は立教大学を卒業以来ずっと応援団のサポートに努められ、監督、
OB・OG 会長などを長く歴任し、一昨年より名誉会長に就任され
ていました。大学関係においても立教学院理事、校友会副会長、
体育会 OB・OG クラブ会長などをお務めになられ、多大な貢献
をされました。

洗礼名はパウロ（St．Paul）。11 月 1 日、阿佐ヶ谷聖ペテロ教
会で葬送式を行ない、団旗礼のもと、ご家族・立教関係・応援団
学生・OBOG が校歌斉唱する中を、主の下へと旅立たれました。

パウロ榎本先輩、長い間ありがとうございました。
ご冥福を心よりお祈りいたします。

（会長　小野藤太郎）

 榎本名誉会長を偲んで

【編集後記：芙蓉の高嶺】
今年も新たに 20 名の OBOG が加わりました。皆で OB・

OG 会を盛り上げていきましょう。さて立大応援団 86 年の歴史の中で、1961 年から 67 年までの間に
「紫

し ふ う

風」という団誌があったことはご存知でしょうか？
当時在籍されていた先輩諸氏にとっては思い出深き機関誌のことと思います。4 年生から 1 年生、学院

関係者まで卒業する先輩への感謝の気持ちや下級生への贈る言葉など青春がミッチリ詰められた 1 冊 80
ページにも及ぶ労作です。最近某先輩が「紫風の集い」なるものを行うという。もし私の現役時代にこの
ような団誌があり編集を担当していたなら、心身ともに疲れ相当期間寝込んでしまっていたことだろう。

どこかの機会に皆様にご紹介できればと思います。当時の応援団を知るナルな雑誌です。（N）

2014 年 9 月のバンド
60 周年／チア 40 周
年の時の榎本先輩 →
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昨年度の秋の会報でご案内致しましたように、本年度より OB・OG 会費を改訂させていただ
きます。新 OB・OG 会費では、会費の一部を学生支援金として活用し、学生の応援活動を支援
してまいります。

本年度の学生支援金は、下記の使途（大学の体育会奨励金の補助対象外事業）で活用をさせ
て頂く予定です。OB・OG 会費をお支払い頂くことが、直接、学生の応援団活動を支援するこ
とにつながりますので、この度の会費改訂の趣旨をご理解の上、ご協力下さいますよう宜しく
お願い致します。
本年度の学生支援金の活用（会費のうち４千円分）

■春・夏合宿費への援助各 10 万円
■応援団学生支援基金への積立 10 万円
■吹奏楽部・チアリーディング部プロコーチ指導への助成各 10 万円
■新人勧誘活動援助 10 万円
■三部コーチ活動援助 12 万円
今後、OB・OG 会費の納入率が上がり、支援金の総額が増えれば、更なる援助を行う予定です。

学生には支援者となるご納入者皆様の名簿を添えて援助を行っていきます。どうぞ宜しくお願
い致します。

（幹事長　伊東直樹）

日 頃、OB・OG 諸 氏 に お か れ ま し て は、
OB・OG 会の運営にご理解と、多大なご協力
を頂いておりますことを感謝申し上げます。

本年度の総会の開催日程が整いましたので、
ご案内させていただきます。万障お繰り合わ
せの上、ご参加くださいますよう、よろしく
お願い致します。

本年度も東京六大学野球春季リーグ戦の開
催に合わせて、外苑前で実施致します。

総会は 4 月 23 日（日）、対慶応第二回戦の
開催日、午後 1 時半から、神宮球場より徒歩
10 分の AA ビルコンフォート地下 1 階で開催
いたします。対慶応戦をご観戦頂いた後に総
会にご出席ください。また、総会後の懇親会
は会場を移して、神宮球場に隣接する TEPIA

（テピア）２階ニューオータニ TOKYO で午後
3 時から開催いたします。総会・懇親会とも
昨年度と同じ会場となります。懇親会には試合終了後の現役学生（四・三年生）も出席いたします。親
しくお声掛け頂き、激励、アドバイス等頂ければ幸いです。

なお、総会及び懇親会にご出席の場合は、予めご一報下さいますようご協力をお願い致します。
■日　時：4 月 23 日（日）
■総　会：午後 1 時半より会場：AA ビルコンフォート地下１階（地図参照）
■懇親会：午後 3 時より会場：TEPIA ２階ニューオータニ TOKYO（地図参照）会費：6,000 円

ご出欠連絡先：４月８日（土）まで
に、応援団 OB・OG 会ホームペー
ジ内の総会・懇親会ご連絡フォーム
より、若しくは skybox@mcn.ne.jp
又は 090-4961-0543（幹事長：伊東）
までご連絡ください。お待ちしてお
ります。
（幹事長　伊東直樹）

●『第六十四回　六旗の下に』
・日時：2017 年 6 月 17 日 ( 土 )　開場・開演時間 未定
・会場：府中の森芸術劇場どりーむホール
尚、チケット等詳細は現時点で未定、決定次第東京六大学応援団連盟ホームページでお知らせ致します。
●『第四十三回　東京六大学応援団連盟　合同演奏会』
・日時：2017 年 6 月 25 日（日）開場 17 時 30 分　開演 18 時
・会場：府中の森芸術劇場どりーむホール 
チケット等の詳細については、決定次第東京六大学応

援団連盟ホームページでお知らせ致します。
● 『平成 29 年度　六旗会』（当番校は慶応義塾大学）
今年は東京六大学応援団連盟創立 70 周年記念懇親会と

して実施予定です。
・日時　：　11 月 12 日（日）16:00 - 18:30（予定）
・会場　：　セルリアンタワー東急ホテル（渋谷）
会費等詳細は秋の会報でお知らせ致します。

（連盟先輩理事　大西康之）

ＯＢ・ＯＧ会では、会員同士の親睦と現役の活動支援の為、会費の納入をお願いしております。
尚、本年度より、現役支援強化等の為、会費が以下の通り改定となりました。まことに恐縮ですが、
ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

■会　費
平成 25 年から 29 年ご卒業 5,000 円 （OB・OG 会運営費 1,000 円、学生支援金 4,000 円）

平成 24 年以前にご卒業    8,000 円 （OB・OG 会運営費 4,000 円、学生支援金 4,000 円）
同封の郵便振替用紙を利用頂きますと手数料がＯＢ・ＯＧ会負担となります。 尚、振替用紙

の通信欄には運営費金額、学生支援金額の他、寄付金記入欄も印字しています。寄付金をご納
入頂ける方は、（　）内に金額ご記入頂きますよう、お願い申し上げます。

また、郵便振込用紙の金額欄には、お振込みいただく金額の合計をご記入下さい。
銀行への振込をご希望の方は、以下の振込先までよろしくお願いいたします。尚、銀行振込

の場合、振込手数料は、ご本人負担となりますので、よろしくお願い致します。
■銀行振込の場合の振込先
三井住友銀行 池袋支店 普通 625914  応援団 OB・OG 会 会計委員 細川義洋
東京三菱ＵＦＪ銀行 池袋支店 普通 361078  応援団 OB・OG 会 会計委員 細川義洋

（会計　細川義洋 )

平成２９年 1 月 14 日（土）に体育会総会が開催され
ました。

毎年、その年に顕著な成績を収めた部・個人・OBOG
に対し OBOG クラブ表彰が行われていますが、体育会
OB・OG クラブ表彰の際に、応援団に「感謝状」が贈
呈されました。

これは、長年に渡る応援団の各部への幅広い応援活動
が認められ、昨年度、小野 OB・OG 会長の推薦により
表彰されたものです。

  （幹事長　伊東直樹）

 新ＯＢ・ＯＧ会費のご案内

 平成 29 年度 OB・OG 会総会開催のご案内

 平成２9 年度 六旗の下に・東京六大学応援団連盟 合同演奏会・六旗会開催のお知らせ

 ＯＢ・ＯＧ会費納入のお願い

 応援団に「感謝状」が贈られました！！

昨年の総会後の懇親会の様子

昨年の六旗会の様子
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